
ローソン実施店舗（ワンウェイプラスチック辞退）

店　名 住　所

1 美里中埣 宮城県遠田郡美里町荻埣字東田１‐１

2 美里小牛田 宮城県遠田郡美里町牛飼字清水江４６‐１

3 小牛田水越浦 宮城県遠田郡美里町青生字水越浦１３３‐１

4 涌谷蔵人沖名 宮城県遠田郡涌谷町字蔵人沖名１２２‐１２

5 塩釜玉川一丁目 宮城県塩竈市玉川１‐２‐２７

6 塩釜桜ケ丘 宮城県塩竈市桜ケ丘１‐８

7 塩釜舟入 宮城県塩竈市舟入１‐５‐２２

8 塩釜新浜町一丁目 宮城県塩竈市新浜町１‐５‐１８

9 塩竈新浜 宮城県塩竈市新浜町２‐２‐２

10 塩釜清水沢 宮城県塩竈市清水沢３‐１‐３７

11 中新田岡町 宮城県加美郡加美町字岡町４７‐１

12 色麻清水 宮城県加美郡色麻町清水川端南８‐１

13 色麻上新町 宮城県加美郡色麻町大字上新町１４７‐１

14 角田横倉 宮城県角田市横倉字今谷２８８‐１

15 角田中央 宮城県角田市角田字町１９５

16 角田田町 宮城県角田市角田字田町１１１‐３

17 角田バイパス 宮城県角田市梶賀字東１９４‐１

18 蔵王曲竹 宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字桜所１６‐１

19 岩沼朝日 宮城県岩沼市あさひ野１‐１３‐７

20 岩沼下野郷 宮城県岩沼市下野郷字前條２‐１

21 岩沼三軒茶屋 宮城県岩沼市恵み野１‐１‐６

22 岩沼松ヶ丘 宮城県岩沼市松ケ丘３‐４‐１４

23 岩沼中央三丁目 宮城県岩沼市中央３‐４‐３８

24 気仙沼みなと町 宮城県気仙沼市港町５０８‐３

25 気仙沼鹿折 宮城県気仙沼市新浜町２‐３‐４

26 気仙沼市立病院 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢８‐２

27 気仙沼バイパス 宮城県気仙沼市赤岩平貝８６‐２

28 気仙沼長磯 宮城県気仙沼市長磯後沢７６‐５

29 気仙沼田谷 宮城県気仙沼市田谷１２‐７

30 唐桑町 宮城県気仙沼市唐桑町馬場１０３‐１

31 気仙沼東新城二丁目 宮城県気仙沼市東新城２‐５‐６

32 気仙沼東八幡前 宮城県気仙沼市東八幡前６９‐２

33 気仙沼階上 宮城県気仙沼市波路上野田１３０‐１２

34 松島高城 宮城県宮城郡松島町高城字愛宕一６‐１

35 Ｓイオンモール利府 宮城県宮城郡利府町新中道３‐１‐１

36 利府森郷 宮城県宮城郡利府町森郷字新太子堂１９６

37 利府中央三丁目 宮城県宮城郡利府町中央３‐１３‐７

38 利府飯土井 宮城県宮城郡利府町飯土井字長者前３７‐１

39 栗原一迫 宮城県栗原市一迫柳目字上田２０

40 山の駅くりこま 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎上小路１４９‐６

41 高清水新小山田 宮城県栗原市高清水欠屋敷１４‐１

42 栗原志波姫 宮城県栗原市志波姫南八樟４５８‐１

43 栗原若柳 宮城県栗原市若柳字川北東若柳２６

44 栗原瀬峰 宮城県栗原市瀬峰新下田１９５‐１

45 栗原築館 宮城県栗原市築館字下宮野砂田２６１‐４

46 大衡万葉クリエートパーク 宮城県黒川郡大衡村大衡字鐙沢１２‐２

47 大和もみじケ丘三丁目 宮城県黒川郡大和町もみじケ丘３‐３４‐３

48 大和吉岡まほろば一丁目 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば１‐７‐１６

49 黒川大和吉岡 宮城県黒川郡大和町吉岡字古舘２３‐３

50 柴田西船迫 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字若葉町１‐１

51 柴田槻木 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字焼檀８‐１

52 川崎碁石 宮城県柴田郡川崎町大字支倉字川窪前５５‐１

53 川崎町川内 宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山９‐４７

54 大河原新南 宮城県柴田郡大河原町字新南２３‐９



55 大河原バイパス 宮城県柴田郡大河原町字新南６０‐１５

56 大河原末広 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広８４

57 石巻あけぼの 宮城県石巻市あけぼの１‐９‐１

58 石巻さくら町 宮城県石巻市さくら町５‐７‐５

59 石巻伊原津 宮城県石巻市伊原津１‐４‐３３

60 石巻開成 宮城県石巻市開成１‐３９

61 河南町広渕 宮城県石巻市広渕字町北１１８‐１

62 石巻門脇 宮城県石巻市三ツ股４‐２‐３０

63 石巻蛇田バイパス 宮城県石巻市蛇田字下谷地５９‐１

64 石巻蛇田新丸井戸 宮城県石巻市蛇田字新丸井戸４２‐５

65 石巻蛇田 宮城県石巻市蛇田字北経塚１１‐２

66 河北インター 宮城県石巻市小船越字二子北下５５

67 石巻相野谷 宮城県石巻市相野谷字杉ケ崎１９‐１

68 石巻大宮町 宮城県石巻市大宮町１‐１３

69 石巻中里三丁目 宮城県石巻市中里３‐２‐１１

70 石巻東中里二丁目 宮城県石巻市東中里２‐９‐９

71 石巻南境 宮城県石巻市美園３‐１４‐１９

72 石巻大街道 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷４３

73 石巻青葉 宮城県石巻市門脇字二番谷地６‐１

74 石巻流留 宮城県石巻市流留字内田８１‐３

75 仙台蒲生 宮城県仙台市宮城野区蒲生字上屋倉４２‐１

76 仙台医療センター 宮城県仙台市宮城野区宮城野２‐１１‐１２

77 仙台宮城野二丁目 宮城県仙台市宮城野区宮城野２‐７‐１２

78 仙台宮城野三丁目 宮城県仙台市宮城野区宮城野３‐２‐１

79 仙台宮千代一丁目 宮城県仙台市宮城野区宮千代１‐１０‐１０

80 仙台苦竹一丁目 宮城県仙台市宮城野区苦竹１‐１０‐１７

81 仙台高砂一丁目 宮城県仙台市宮城野区高砂１‐９‐１

82 仙台高砂二丁目 宮城県仙台市宮城野区高砂２‐２‐１

83 仙台出花二丁目 宮城県仙台市宮城野区出花２‐４‐７

84 仙台小田原一丁目 宮城県仙台市宮城野区小田原１‐３‐２２

85 仙台小田原三丁目 宮城県仙台市宮城野区小田原３‐５‐４１

86 仙台新田四丁目 宮城県仙台市宮城野区新田４‐２４‐１７

87 仙台中野 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２‐２‐１２

88 仙台扇町三丁目 宮城県仙台市宮城野区扇町３‐１０‐８

89 宮城陸運支局前 宮城県仙台市宮城野区扇町３‐２‐７

90 仙台扇町五丁目 宮城県仙台市宮城野区扇町５‐６‐２

91 仙台中野葦畔 宮城県仙台市宮城野区中野２‐３‐１

92 仙台うみの杜水族館前 宮城県仙台市宮城野区中野４‐７‐１３

93 仙台新港 宮城県仙台市宮城野区中野５‐３‐３

94 仙台二十人町 宮城県仙台市宮城野区二十人町３０２‐１４

95 東北医科薬科大学病院 宮城県仙台市宮城野区福室１‐１２‐１　東北医科薬科大学病院内

96 仙台福室北 宮城県仙台市宮城野区福室７‐８‐７

97 仙台名掛丁 宮城県仙台市宮城野区名掛丁２０１‐２

98 仙台榴岡一丁目 宮城県仙台市宮城野区榴岡１‐７‐１１

99 仙台榴ヶ岡三丁目 宮城県仙台市宮城野区榴岡３‐１‐１

100 仙台榴ヶ岡四丁目 宮城県仙台市宮城野区榴岡４‐１２‐１２

101 仙台荒井西 宮城県仙台市若林区なないろの里２‐１１‐９

102 仙台伊在 宮城県仙台市若林区伊在２‐１４‐１１

103 仙台遠見塚 宮城県仙台市若林区遠見塚２‐１‐１６

104 仙台沖野 宮城県仙台市若林区沖野２‐６‐３７

105 仙台霞目 宮城県仙台市若林区霞目２‐１６‐１５

106 仙台古城一丁目 宮城県仙台市若林区古城１‐１７‐１

107 仙台連坊 宮城県仙台市若林区五橋３‐５‐２２

108 仙台河原町駅前 宮城県仙台市若林区舟丁３‐１

109 仙台土樋 宮城県仙台市若林区土樋２‐２

110 仙台南小泉四丁目 宮城県仙台市若林区南小泉４‐１７‐１



111 仙台河原町 宮城県仙台市若林区南小泉字八軒小路６‐１

112 仙台連坊小路 宮城県仙台市若林区連坊小路１００

113 仙台六丁の目西町 宮城県仙台市若林区六丁の目西町２‐１

114 仙台六丁の目北町 宮城県仙台市若林区六丁の目北町３‐５

115 仙台愛子中央一丁目 宮城県仙台市青葉区愛子中央１‐１‐１６

116 仙台旭ヶ丘四丁目 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘４‐１１‐３３

117 仙台柳町通 宮城県仙台市青葉区一番町１‐８‐３

118 仙台南町通一番町 宮城県仙台市青葉区一番町２‐３‐１３

119 仙台一番町三丁目 宮城県仙台市青葉区一番町３‐７‐２３

120 ダイワロイネットホテル仙台一番町 宮城県仙台市青葉区一番町４‐２‐２

121 仙台宮町通 宮城県仙台市青葉区宮町２‐１‐６２

122 Ｓ東北大学青葉山 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉４６８‐１　青葉山厚生会館

123 仙台荒巻本沢三丁目 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢３‐３‐２０

124 仙台高松 宮城県仙台市青葉区高松１‐１５‐１７

125 仙台国見一丁目 宮城県仙台市青葉区国見１‐５‐５

126 仙台定禅寺通 宮城県仙台市青葉区国分町３‐３‐１

127 仙台勾当台公園前 宮城県仙台市青葉区国分町３‐６‐１

128 Ｓ仙台市役所 宮城県仙台市青葉区国分町３‐７‐１

129 仙台鷺ケ森 宮城県仙台市青葉区鷺ケ森１‐３‐６

130 仙台春日町 宮城県仙台市青葉区春日町６‐１

131 仙台小松島 宮城県仙台市青葉区小松島４‐１５‐２３

132 仙台上杉一丁目 宮城県仙台市青葉区上杉１‐１７‐７

133 仙台上杉五丁目 宮城県仙台市青葉区上杉５‐３‐３６

134 東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町１‐１

135 仙台川内三十人町 宮城県仙台市青葉区川内三十人町１０‐５

136 仙台川平一丁目 宮城県仙台市青葉区川平１‐１１‐２３

137 仙台東北労災病院前 宮城県仙台市青葉区台原１‐１０‐５

138 仙台台原 宮城県仙台市青葉区台原３‐２９‐４０

139 仙台大町一丁目 宮城県仙台市青葉区大町１‐２‐７

140 仙台広瀬通 宮城県仙台市青葉区大町２‐１５‐２４

141 仙台大町二丁目 宮城県仙台市青葉区大町２‐３‐５

142 仙台高速バスセンター 宮城県仙台市青葉区中央１‐６‐３５

143 仙台ＳＳ３０ビル 宮城県仙台市青葉区中央４‐６‐１

144 仙台中山一丁目 宮城県仙台市青葉区中山１‐２３‐１

145 仙台中山四丁目 宮城県仙台市青葉区中山４‐２０‐８

146 仙台二日町晩翠通 宮城県仙台市青葉区二日町１６‐５

147 仙台北鍛冶町 宮城県仙台市青葉区二日町１７‐２７

148 仙台二日町中央 宮城県仙台市青葉区二日町５‐３０

149 仙台柏木三丁目 宮城県仙台市青葉区柏木３‐２‐２２

150 仙台北目町通 宮城県仙台市青葉区北目町２‐４０

151 仙台東二番丁通 宮城県仙台市青葉区本町２‐１６‐１５

152 宮城県庁 宮城県仙台市青葉区本町３‐８‐１

153 仙台木町通中央 宮城県仙台市青葉区木町通１‐８‐１

154 仙台木町通一丁目 宮城県仙台市青葉区木町通１‐８‐１０

155 仙台木町通二丁目 宮城県仙台市青葉区木町通２‐６‐５６

156 仙台落合二丁目 宮城県仙台市青葉区落合２‐２‐１５

157 仙台立町 宮城県仙台市青葉区立町１０‐１

158 仙台瑞鳳 宮城県仙台市青葉区霊屋下１０‐３０

159 仙台みずほ台 宮城県仙台市泉区みずほ台１０‐７

160 仙台桂四丁目 宮城県仙台市泉区桂４‐１‐８

161 仙台徳洲会病院 宮城県仙台市泉区高玉町９‐８

162 仙台高森 宮城県仙台市泉区高森１‐１‐１８９

163 仙台山の寺一丁目 宮城県仙台市泉区山の寺１‐３９‐３１

164 仙台松森 宮城県仙台市泉区市名坂字砂押２‐１

165 仙台寺岡一丁目 宮城県仙台市泉区寺岡１‐２５‐３

166 仙台住吉台西四丁目 宮城県仙台市泉区住吉台西４‐６



167 仙台小角 宮城県仙台市泉区小角字白山１１‐１

168 仙台松森陣ケ前 宮城県仙台市泉区松森字陣ケ前１３６‐１

169 仙台泉中央一丁目 宮城県仙台市泉区泉中央１‐１６‐７

170 仙台泉インター 宮城県仙台市泉区大沢２‐２‐１

171 仙台長命ケ丘一丁目 宮城県仙台市泉区長命ケ丘１‐１‐１

172 仙台鶴が丘一丁目 宮城県仙台市泉区鶴が丘１‐３７‐２

173 仙台南光台一丁目 宮城県仙台市泉区南光台１‐３‐１７

174 仙台南光台四丁目 宮城県仙台市泉区南光台４‐１５‐２２

175 仙台南光台東一丁目 宮城県仙台市泉区南光台東１‐３‐１

176 仙台八乙女一丁目 宮城県仙台市泉区八乙女１‐６‐１

177 仙台歩坂町 宮城県仙台市泉区歩坂町６４‐１３

178 仙台野村 宮城県仙台市泉区野村字松林下２‐７

179 仙台市立病院 宮城県仙台市太白区あすと長町１‐１‐１

180 仙台鈎取本町 宮城県仙台市太白区鈎取本町１‐５‐１３

181 仙台あすと長町 宮城県仙台市太白区郡山１‐１６‐１５

182 仙台郡山七丁目 宮城県仙台市太白区郡山７‐１‐４１

183 仙台向山 宮城県仙台市太白区向山２‐２‐６

184 仙台向山四丁目 宮城県仙台市太白区向山４‐２８‐１５

185 仙台山田 宮城県仙台市太白区山田字新田堀下南５２‐２

186 仙台四郎丸渡道 宮城県仙台市太白区四郎丸字渡道１１‐１

187 仙台四郎丸 宮城県仙台市太白区四郎丸字落合４４‐２

188 仙台鹿野一丁目 宮城県仙台市太白区鹿野１‐１‐２０

189 仙台鹿野三丁目 宮城県仙台市太白区鹿野３‐１９‐３０

190 仙台秋保 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字薬師１０３‐１

191 仙台泉崎一丁目 宮城県仙台市太白区泉崎１‐１‐１

192 仙台太子堂 宮城県仙台市太白区太子堂１‐３２

193 仙台大野田 宮城県仙台市太白区大野田５‐３０‐３

194 仙台大塒町 宮城県仙台市太白区大塒町８‐６

195 仙台坪沼 宮城県仙台市太白区坪沼字長田西２８‐５

196 仙台東中田 宮城県仙台市太白区東中田２‐９‐３８

197 仙台八本松一丁目 宮城県仙台市太白区八本松１‐１３‐３

198 仙台富沢二丁目北 宮城県仙台市太白区富沢２‐１０‐２５

199 仙台茂庭二丁目 宮城県仙台市太白区茂庭２‐１

200 仙台柳生三丁目 宮城県仙台市太白区柳生３‐８‐１

201 仙台柳生七丁目 宮城県仙台市太白区柳生７‐２‐１

202 多賀城大代六丁目 宮城県多賀城市大代６‐２‐５

203 多賀城中央三丁目 宮城県多賀城市中央３‐１４‐２

204 多賀城東田中 宮城県多賀城市東田中２‐３８‐２０

205 多賀城南宮 宮城県多賀城市南宮字伊勢２０７‐１

206 多賀城八幡二丁目 宮城県多賀城市八幡２‐１５‐３６

207 大崎岩出山 宮城県大崎市岩出山東川原町７‐１

208 大崎古川稲葉二丁目 宮城県大崎市古川稲葉２‐１‐１

209 大崎古川駅南 宮城県大崎市古川駅南２‐２‐３

210 大崎古川江合本町一丁目 宮城県大崎市古川江合本町１‐２‐５

211 古川桜ノ目 宮城県大崎市古川桜ノ目字新下釜２０‐２

212 大崎古川十日町 宮城県大崎市古川十日町２‐７

213 大崎西古川 宮城県大崎市古川新堀字高田２‐１

214 大崎古川諏訪二丁目 宮城県大崎市古川諏訪２‐３‐１４

215 大崎古川鶴ケ埣 宮城県大崎市古川鶴ケ埣字新江南１０３‐１

216 古川バイパス 宮城県大崎市古川福浦１‐１２‐２０

217 大崎三本木 宮城県大崎市三本木字善並田１６０‐１

218 松山町金谷 宮城県大崎市松山金谷字向田１０‐１

219 大崎田尻 宮城県大崎市田尻沼部字富岡浦１２１‐２

220 大崎鳴子温泉 宮城県大崎市鳴子温泉車湯９２‐４５

221 登米石越町 宮城県登米市石越町北郷字長根１１８

222 登米中田町上沼 宮城県登米市中田町上沼字籠壇１１１‐５



223 登米中田町浅水 宮城県登米市中田町浅水字田向１４‐１

224 登米中田宝江 宮城県登米市中田町宝江新井田字並柳前２６２‐２

225 東和米川 宮城県登米市東和町米川字四十田２７‐２

226 登米佐沼光ケ丘 宮城県登米市迫町佐沼字光ケ丘１５４‐１

227 登米佐沼小金丁 宮城県登米市迫町佐沼字小金丁２８

228 佐沼南 宮城県登米市迫町佐沼字大網２２６

229 佐沼梅ノ木 宮城県登米市迫町佐沼字八幡３‐３‐１

230 登米米山町西野 宮城県登米市米山町西野字新町裏９１‐１

231 豊里町上町 宮城県登米市豊里町上町裏１１５‐２

232 矢本川前 宮城県東松島市赤井字川前４

233 東松島大曲 宮城県東松島市大曲字寺沼１

234 矢本作田浦 宮城県東松島市矢本字作田浦２０５‐１

235 白石大平 宮城県白石市大平中目字太平脇６１‐２

236 白石鷹巣東 宮城県白石市鷹巣東１‐４‐５０

237 富谷あけの平二丁目 宮城県富谷市あけの平２‐３１‐４

238 富谷成田九丁目 宮城県富谷市成田９‐１‐１

239 富谷富ヶ丘二丁目 宮城県富谷市富ケ丘２‐４‐１

240 富谷西沢 宮城県富谷市富谷字西沢９３‐１

241 南三陸歌津 宮城県本吉郡南三陸町歌津字管の浜５２‐１

242 南三陸志津川御前下 宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下５１‐１２

243 南三陸志津川 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田１５０‐８０

244 名取愛島台 宮城県名取市愛島台６‐１９‐２１

245 名取熊野堂 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口上２１‐１

246 名取増田七丁目 宮城県名取市増田７‐２‐３

247 名取杜せきのした 宮城県名取市杜せきのした１‐８‐１

248 名取箱塚一丁目 宮城県名取市箱塚１‐１２‐４５

249 名取閖上 宮城県名取市閖上西２‐２３‐５

250 亘理山元 宮城県亘理郡山元町坂元字上平北１‐１

251 坂元駅前 宮城県亘理郡山元町坂元字町東３１‐１

252 山元町山寺 宮城県亘理郡山元町山寺字石田２１‐１

253 亘理高屋 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字石堂１７４‐３

254 亘理吉田 宮城県亘理郡亘理町吉田字下大畑１９‐４

255 亘理浜吉田 宮城県亘理郡亘理町吉田字南上２

256 亘理中町東 宮城県亘理郡亘理町字中町東１５８‐１


